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ぴ チケットぴあロローソンチケット e+ e+（イープラス） ニ ニシバタ楽器千代田センター すすばるホール S SAYAKA ホール は LIC はびきの

洋菓子の店

TEL 0721-63-7545

洋菓子の店

ラ・スリーズ

ラ・スリーズ
他の割引券との併用不可。
尚、割引は期間中お買い上げ

商品に限ります。

割引チケット

2018
3月末まで

10
https://www.facebook.com/lacerise1987
営業時間／10：00～19：30　定休日／火曜日

河内長野市大矢船南町17-6

美加の台駅

三日市町駅

221

371

河内長野
幼稚園

南花台
小学校

コノミヤ

ラ・スリーズ

MAP
ラ・スリーズ

OFF
％

焼き菓子などギフトも色々
揃えております♪

Valentine's
バレンタイン
各種

ひな祭り
ケーキ

ご予約受
付中！

旬のケーキがいっぱい！
落ち着いたティールームで、デザートはいかがですか？

小ホール
自由席3⁄25

Ｌ会員

一  般

一般 ￥3,200
学生・65歳以上・障がい者の方￥3,000

前売 ￥3,500   当日￥4,000
学生・65歳以上・障がい者の方￥3,000

主催・問合せ／音の語らい（渡辺）  TEL&FAX 0721-52-7123  携帯 090-2196-0264
　　　　　　   E-mail  info@otonokatarai.com

※ラブリーホールでは
　電話予約はできません
　（Ｌ会員は除く）。

チケット販売所
ラ 主催者

14：00 開演（13：30 開場）

心温まるトークと映像を交えた
クラシックとラグタイム NEW

発売日

2/11　 10：00～

2/ 5 月 10：00～

発売日

日

日・祝

ラストコンサート
in 河内長野

※ラブリーホールでは電話予約はできません（Ｌ会員は除く）。

しゃぼん玉
ナミヤ雑貨店の奇蹟

ロ Ｌコード：53833
ロ Ｌコード：54104

主催／（公財）河内長野市文化振興財団

ラ すキ ニチケット販売所 S

Ｌ会員

一  般
前売￥1,000   当日￥1,200 

中学生以下、60歳以上、障がい者の方と
その介護者1名／¥800（前売・当日共）

中学生以下、60歳以上、障がい者の方と
その介護者1名／¥900（前売・当日共）

￥900（前売・当日）　

河内長野市民大学くろまろ塾
〈本部講座のご案内〉

河内長野市立市民交流センター（キックス）

①3月 9 日（金） アートサイエンスとプログラミン
　アートサイエンス学科・学科長 教授 工学博士　武村　泰宏
②3月23日（金） アートサイエンスと先端デザイン
　アートサイエンス学科 教授 学術博士　中川　志信
③3月30日（金） アートサイエンスとロボット
　アートサイエンス学科 教授 工学博士　萩田　紀博

時 間 ： 19：00～20：30
場 所 ： あいっく　子ども交流ホール
　　　（ノバティながの北館5階） 
料 金 ： 各回500円　高校生以下は無料
定 員 ： 各50名（申込み先着順）

アートサイエンスを学ぶ！

全3回

2/6（火）より電話及びホームページにて受付申 込 

第1部 がん検診について
　　  前田裕弘（副院長・がん疾患センター部長）
第2部 前立腺がん検診について
　　  上島成也（中央診療科総括部長・緩和ケア推進室長）

日 程 ： 3月20日（火）14：00～15：30
講 師 ： 大阪南医療センター　
場 所 ： 市民交流センター（キックス）　
料 金 ： 無料
定 員 ： 280名
　　　（申込み先着順）

早期発見・早期治療に有効ながん検診

受講料
無料

2/25（日） 14：00 開演

特 集

◎申込は電話 および
　ホームページにて受付 http://www.kiccs.jp

くろまろ塾事務局 TEL 0721-54-0001
キックス 検索

受講料
あり－大阪南医療センター編－

医療連携講座
－大阪芸術大学編－
大学連携講座

申込・お問合せ先

モーツァルト「レクイエム」
フォーレ「レクイエム」

河内長野ラブリーホール合唱団演奏会

出演者メッセージ

内藤 里美ソプラノ
モーツァルトとフォーレのレクイエムという、合唱付き管弦楽曲の中で私
の大好きな作品を2曲同時に歌わせていただけるなんて感激です！河内
長野ラブリーホール合唱団の皆さんとその瞬間にしかない音楽を作るこ
とができればと思っています。

城守 香アルト
この度、Mozart“Requiem”のアルトソリストを務めさせていただく城守香
です。ご縁をいただきましたことに感謝しつつ、良い演奏ができますよう
精一杯努めさせていただきます。どうぞ、宜しくお願い申し上げます。

竹田 昌弘テノール
テノールの竹田です。よろしくお願いいたします。モーツァルトのレクイエ
ムの中では、震災の鎮魂歌として何度も歌いましたラクリモーザに特に
思い入れが強いです。様々な鎮魂を胸に皆さんと共に演奏できればと
願っております。

大谷 圭介.バ  ス
様々な贅沢が世の中にはあるけれど、一日でモーツァルトとフォーレのレ
クイエムが聴けるなんて河内長野のお客様は何て贅沢なんだろう。そし
て大好きな二曲のバリトンソロを同時に歌わせていただけるなんて、僕
は何て幸せ者なんだろう！ 心を込めて歌います。

レクイエム　― 安息を。 ―
ヴェルディの作品とともに三大レクイエムと称される
モーツァルト作曲の「レクイエム」、そしてフォーレ作曲の「レクイエム」。
総勢150名を超えるラブリーホール合唱団が荘厳に歌い上げます。
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■お問合せ／
　河内長野市文化連盟事務局
　（ラブリーホール内） 0721-56-6100

第25回
河内長野市民まつり

に参加
（ポップコーン・ドリンク販売、

活動PR）

 5/14（日）
［会場］

赤峰市民広場

第63回
河内長野市文化祭

を開催
（公演・展示のほか、体験教室や

スタンプラリーなど）
10/27（金）～11/6（月）

［会場］
ラブリーホール、キックス

平成29年度
古典芸能鑑賞会
文楽を開催
9/23（土・祝）

［会場］
ラブリーホール・大ホール

第９回
次の世代に
文化をつなぐ

夏休みこども体験教室
を開催

8/5（土）・6（日）・27（日）
［会場］
キックス

河内長野市文化連盟〔平成29年度 活動報告〕

指揮
船橋 洋介

河内長野
ラブリーホール
合唱団
練習風景

再び、親愛なるラブリ
ーホール合唱団の皆

様と音楽を創る喜び
に

感謝と共に、名曲を
ご披露できますこと

を大変嬉しく思いま
す。

数々の実績を積む合
唱団ならではのプロ

グラムは“レクイエム
＝

安息（死者のための
ミサ）”。モーツァルト

とフォーレの２作品を
取り

上げるという意欲的
なものです。CM等で

もお馴染みの「怒り
の

日」を含み、モーツァ
ルトの未完となった

珠玉の音楽は、今な
お私

達に心の叫びと深い
祈りの時を与えてく

れます。一方、フラン
スの

G.フォーレの曲は、ま
るで違うテイストなが

ら、心洗われる調べと
とも

に永遠の安息を願う
名作。４名の魅力的な

ソリストに、目覚ましい
躍

進を続ける大阪交響
楽団との共演を、どう

ぞお楽しみください。

公演を前にMessage

2⁄16 大ホール 自由席 各回入替制

上映時間／①11：00 ②14：30 ③19：00
（開場は各回上映開始の30分前）

金

発売中！！しゃぼん玉

脚本・監督／東伸児
出演／林遣都、相島一之、綿引勝彦、市原悦子 他

Ⓒ2016「しゃぼん玉」製作委員会

108分

3⁄27 大ホール 自由席 各回入替制

上映時間／①11：00 ②14：30 ③19：00
（開場は各回上映開始の30分前）

火

発売中！！ナミヤ雑貨店の奇蹟

監督／廣木隆一
出演／山田涼介、門脇麦、尾野真千子、西田敏行 他

Ⓒ2017「ナミヤ雑貨店の奇蹟」製作委員会

129分

［クラシック］ ハイドン：ピアノ・ソナタ 第62番
 　　　　 変ホ長調 Hob.XVI:52　ほか
［映像とピアノ］ 「音の語らい」の思い出を辿って
［ラグタイム］ メープルリーフ ラグ　ほか
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© 深谷 義宣


